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(百万円未満切捨て)
１．平成29年９月期の連結業績（平成28年10月１日～平成29年９月30日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年９月期 30,862 2.5 202 2.4 242 4.4 133 6.5

28年９月期 30,097 1.8 197 △3.9 232 △3.2 125 △21.2
(注) 包括利益 29年９月期 293百万円( 136.0％) 28年９月期 124百万円(△55.3％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年９月期 28.49 ― 2.7 1.7 0.7

28年９月期 26.70 ― 2.6 1.7 0.7
(参考) 持分法投資損益 29年９月期 ―百万円 28年９月期 △0百万円
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年９月期 14,957 4,998 33.4 1,065.78

28年９月期 13,234 4,775 36.0 1,016.48
(参考) 自己資本 29年９月期 4,995百万円 28年９月期 4,765百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

29年９月期 1,153 4 △182 1,271

28年９月期 △295 58 △147 294
　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

28年９月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 70 56.2 1.5

29年９月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 70 52.6 1.4

30年９月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00 25.1
　　

(注)当社は、平成30年４月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定ですが、
平成30年９月期（予想）の１株当たり年間配当金は、当該株式併合を勘案しておりません。当該株式併合が期首に
行われたと仮定した場合の普通株式１株当たりの年間配当金は75円となります。

３．平成30年９月期の連結業績予想（平成29年10月１日～平成30年９月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 16,250 3.8 207 55.1 217 44.5 257 119.8 54.83

通 期 32,150 4.2 262 29.4 291 19.8 280 109.6 59.74
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(注)当社は、平成30年４月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定ですが、
平成30年９月期（予想）の１株当たり当期純利益は、当該株式併合を勘案しておりません。当該株式併合が期首に行
われたと仮定した場合の１株当たり当期純利益は以下のとおりです。

　 第２四半期累計期間274円15銭、通期298円70銭

※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年９月期 4,800,000株 28年９月期 4,800,000株

② 期末自己株式数 29年９月期 112,813株 28年９月期 112,027株

③ 期中平均株式数 29年９月期 4,687,714株 28年９月期 4,695,186株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年９月期の個別業績（平成28年10月１日～平成29年９月30日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年９月期 23,260 4.7 249 32.0 286 28.6 219 81.9

28年９月期 22,211 4.2 189 △16.3 223 △13.1 120 △25.8
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

29年９月期 46.84 ―

28年９月期 25.70 ―
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年９月期 11,781 5,017 42.6 1,070.37

28年９月期 10,006 4,714 47.1 1,005.60

(参考) 自己資本 29年９月期 5,017百万円 28年９月期 4,714百万円
　　

　

２．平成30年９月期の個別業績予想（平成29年10月１日～平成30年９月30日）
　

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 12,400 5.0 216 20.7 120 △17.7 25.60

通 期 24,500 5.3 300 4.6 160 △27.1 34.14
　

(注)当社は、平成30年４月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定ですが、
平成30年９月期（予想）の１株当たり当期純利益は、当該株式併合を勘案しておりません。当該株式併合が期首に行
われたと仮定した場合の１株当たり当期純利益は以下のとおりです。

　 第２四半期累計期間128円00銭、通期170円70銭
　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「経営成績に関する
分析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費は横ばいで推移したものの政府による経済政策や日本銀行に

よる金融緩和策などにより企業収益や雇用情勢は改善がみられ、穏やかな回復基調となりました。一方、米国新

政権の政策動向、新興国経済の停滞や地政学的なリスクなどにより、依然として先行き不透明な状況が続いてお

りました。

このような経済状況の中で、当社グループはビジネス環境の変化に対応するため体質を強化し、積極的な営業

活動をしてまいりました。

この結果、前年同期と比べ、売上高は、308億62百万円と７億65百万円（2.5％）の増収、営業利益は、２億

２百万円と４百万円（2.4％）の増益、経常利益は、２億42百万円と10百万円（4.4％）の増益、親会社株主に

帰属する当期純利益は、連結子会社分の税効果調整があったものの投資有価証券売却益等で１億33百万円と８

百万円（6.5％）の増益となりました。

各セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(化学工業薬品)

化学工業薬品は、主力であります電子部品産業が堅調に推移し、ジェネリック医薬品製造業も増産体制の準

備を進めており、前年同期を上回りました。また、同関連機器は、大学への大型案件及び追加受注等があり前

年同期を大幅に上回りました。この結果、売上高は、全体で147億65百万円と14億34百万円（10.8％）の増収、

セグメント利益(売上総利益)は、11億80百万円と38百万円（3.4％）の増益となりました。

(臨床検査試薬)

臨床検査試薬は、前年同期に検体検査項目のスポット採用があったため前年同期を下回りました。また、同

関連機器は、前年同期に大型案件があったため前年同期を下回りました。この結果、売上高は、全体で122億59

百万円と７億54百万円（△5.8％）の減収、セグメント利益(売上総利益)は、11億64百万円と41百万円（△3.5

％）の減益となりました。

(食品)

食品は、原料等の高騰や原料不足による製造量減少などがありましたが、消耗品が増加し、前年同期を上回

りました。この結果、売上高は、33億24百万円と74百万円（2.3％）の増収、セグメント利益(売上総利益)は、

２億74百万円と３百万円（1.3％）の増益となりました。

(その他)

その他は、栽培面積の減少や農薬使用回数の削減など厳しい状況が続いておりますが、りんご栽培農薬の増

加などがあり、前年同期を上回りました。この結果、売上高は、５億12百万円と11百万円（2.3％）の増収、セ

グメント利益(売上総利益)は、利益率が向上したことにより64百万円と５百万円（9.3％）の増益となりまし

た。

(次期の見通し)

当社グループといたしましては、今後とも化学工業・医療の進歩に寄与するという専門商社としての使命を

自覚し、積極的な営業方針のもと、高度化・多様化するユーザーニーズにきめ細かく応えていく所存でありま

す。次期の業績見通しは、前連結会計年度と比べ売上高が、321億50百万円と12億87百万円(4.2％)の増収、営

業利益が、２億62百万円と59百万円(29.4％)の増益、経常利益が、２億91百万円と48百万円(19.8％)の増益、

親会社株主に帰属する当期純利益が、２億80百万円と１億46百万円(109.6％)の増益を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析

（流動資産）

当連結会計年度末における流動資産は、101億14百万円(前連結会計年度は、87億16百万円)となり、13億98百万

円増加しました。これは主に、現金及び預金が９億71百万円並びに受取手形及び売掛金が３億76百万円増加した

ことによるものであります。

（固定資産）

当連結会計年度末における固定資産は、48億42百万円(前連結会計年度は、45億18百万円)となり、３億24百万

円増加しました。これは主に、投資有価証券が２億37百万円及びリ－ス投資資産が71百万円増加したことによる

ものであります。

（流動負債）

当連結会計年度末における流動負債は、89億88百万円(前連結会計年度は、76億８百万円)となり、13億80百万

円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が11億48百万円及び未払法人税等が85百万円増加したものに

よるものであります。

（固定負債）

当連結会計年度末における固定負債は、９億69百万円(前連結会計年度は、８億49百万円)となり、１億19百万

円増加しました。これは主に、長期借入金が67百万円減少したもののリース債務が１億14百万円及び繰延税金負

債が67百万円増加したことによるものであります。

（純資産)

当連結会計年度末における純資産は、49億98百万円(前連結会計年度は、47億75百万円)となり、２億23百万円

増加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が１億53百万円及び利益剰余金が63百万円増加したこと

によるものであります。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12億71百万円と前連結会計年度末

に比べ９億76百万円の増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において営業活動の結果、得られた資金は、11億53百万円(前連結会計年度は２億95百万円の

支出)となりました。これは主に、売上債権の増加額４億41百万円があったものの仕入債務の増加額12億７百万円

及び税金等調整前当期純利益３億円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において投資活動の結果取得した資金は、４百万円(前連結会計年度は58百万円の取得)とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出38百万円及び投資有価証券の取得による支出27百万円が

あったものの投資有価証券の売却による収入39百万円及び投資事業組合からの分配による収入25百万円等による

ものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において財務活動の結果使用した資金は、１億82百万円(前連結会計年度は１億47百万円使

用)となりました。これは主に、配当金の支払額70百万円及び長期借入金の返済による支出67百万円によるもので

あります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年９月期 平成26年９月期 平成27年９月期 平成28年９月期 平成29年９月期

自己資本比率 34.3 33.3 34.0 36.0 33.4

時価ベースの自己資本比率 23.9 19.8 18.6 17.7 19.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

△2.1 3.7 △40.0 △3.3 0.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

△24.3 51.4 △5.0 △72.2 326.8

　

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジレシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としています。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、株主に対して継続的な安定配当を維持していくことを経営の重要政策として位置づけてお

り、今後とも株主資本利益率の向上を図る方針であります。また、さらなる利益追求によって、株主に応えて

まいります。

当期については引き続き１株につき15円、次期についても同様に15円にする予定であります。内部保留につ

きましては、競争力の維持、強化や経営基盤の拡充に重点的に投資してまいります。
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（４）事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（特有の法的規制等に係るもの）

当社グループは、医薬品卸売業として各種の医薬品及びその関連商品を取り扱っております。このため主に

医薬品医療機器等法の規定により、各事業所が所轄の都道府県知事より必要な許可、登録、指定及び免許を受

け、あるいは監督官公庁に届出の後、販売活動を行っております。これらの規制を遵守できなかった場合、当

社グループの活動が制限される可能性があります。

（薬価基準）

当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品は、薬価基準に収載されており、薬価基準は保険医療で使

用できる医薬品の範囲と使用した医薬品の請求価格を定めたものです。従って、薬価基準は、販売価格の上限

として機能しております。

なお、薬価基準は、市場実勢価格を反映させるため、原則として２年に１回改定されており、改定の都度引

き下げられております。このため、販売価格の上限も薬価基準の改定の都度低下し、売上高に影響を与えるこ

とになります。

（貸倒れによるリスク）

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金に計上し

ております。しかし、今後の得意先の財務状態の悪化等により、回収可能性が見込まれない場合は追加引当が

必要となり、収益が悪化する可能性があります。
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２．企業集団の状況
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループの基本方針は、株主に対しては、満足度の向上を目指し、顧客に対しては、豊富な情報提供と

スピーディーな納品、そしてアフターサービスの充実に努め、社員に対しては、全員参加型の活力ある組織運

営を目指すことであります。

また、財務面においては、キャッシュ・フロー経営を重視し、より一層の資本効率の向上を目指しておりま

す。

今後も、企業価値を高め、社会により一層貢献するよう努力する所存であります。

（２）目標とする経営指標

当社グループは、株主の期待に応えて、より一層の利益拡大をはかっていくことを経営方針としており、中

期経営計画の経営目標を以下のとおり定めております。

目標達成時期 平成30年９月期

連結売上高 321億50百万円

連結経常利益 ２億91百万円

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、３ヶ年中期計画を策定し、中期経営企画の柱である「新規事業による業容の拡大」及び

「旧体質の改革」に全社一丸となり取り組んでおります。更に当社グループは、グループ全体が相乗効果を発

揮しつつ、グループ全体として一層の成長を目指す経営を推進してまいります。

また、ＩＳＯ１４００１を取得したことにより、環境管理委員会を設置するなど環境保全に努め、社会に認

知される企業を目指します。

（４）会社の対処すべき課題

今後のわが国経済につきましては、民間設備投資は、穏やかに回復してきているものの景気回復には時間が

かかるものとみられ、当社グループを取り巻く事業環境も依然として厳しいものと予想されます。このような

環境の中、積極的な営業展開を行いつつ、当社グループは顧客へのサービスを低下することなく、更なる合理

化、低コスト化の推進により対処してまいります。

（５）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針

であります。
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５．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 396,933 1,368,324

受取手形及び売掛金 7,121,914 7,498,583

電子記録債権 61,323 118,155

商品 824,861 878,991

繰延税金資産 52,137 19,914

その他 259,851 232,194

貸倒引当金 △981 △1,767

流動資産合計 8,716,039 10,114,394

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,673,685 1,680,649

減価償却累計額 △1,279,152 △1,307,423

建物及び構築物（純額） 394,532 373,225

土地 1,569,373 1,569,373

リース資産 376,484 415,939

減価償却累計額 △223,078 △264,895

リース資産（純額） 153,405 151,044

その他 428,871 437,974

減価償却累計額 △138,332 △142,544

その他（純額） 290,538 295,430

建設仮勘定 ― 18,110

有形固定資産合計 2,407,850 2,407,184

無形固定資産

リース資産 ― 54,521

のれん 32,448 ―

ソフトウエア 3,456 2,088

電話加入権 12,452 12,452

無形固定資産合計 48,356 69,062

投資その他の資産

投資有価証券 1,125,334 1,363,167

リース投資資産 128,148 199,218

差入保証金 730,876 730,096

繰延税金資産 8,735 ―

その他 107,355 115,383

貸倒引当金 △38,462 △41,178

投資その他の資産合計 2,061,986 2,366,687

固定資産合計 4,518,193 4,842,935

資産合計 13,234,233 14,957,330
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,630,880 7,779,153

電子記録債務 163,564 218,963

短期借入金 425,000 425,000

1年内返済予定の長期借入金 68,760 67,300

リース債務 104,208 125,234

未払法人税等 20,011 105,519

賞与引当金 60,050 60,685

その他 136,307 207,078

流動負債合計 7,608,782 8,988,935

固定負債

長期借入金 120,900 53,600

リース債務 245,949 359,966

繰延税金負債 163,679 231,131

退職給付に係る負債 103,468 89,078

役員退職慰労引当金 174,233 184,648

その他 41,456 51,145

固定負債合計 849,687 969,569

負債合計 8,458,470 9,958,504

純資産の部

株主資本

資本金 820,400 820,400

資本剰余金 881,100 881,100

利益剰余金 2,731,856 2,795,096

自己株式 △51,753 △52,230

株主資本合計 4,381,602 4,444,366

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 410,505 564,249

退職給付に係る調整累計額 △26,891 △13,082

その他の包括利益累計額合計 383,613 551,166

非支配株主持分 10,546 3,291

純資産合計 4,775,763 4,998,825

負債純資産合計 13,234,233 14,957,330
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 30,097,284 30,862,547

売上原価 27,418,554 28,177,939

売上総利益 2,678,729 2,684,607

販売費及び一般管理費 2,480,866 2,482,089

営業利益 197,863 202,518

営業外収益

受取利息 4,802 4,988

受取配当金 18,845 21,731

受取手数料 10,054 10,670

その他 7,923 7,026

営業外収益合計 41,625 44,416

営業外費用

支払利息 5,939 3,530

支払手数料 471 405

持分法による投資損失 1 ―

その他 501 142

営業外費用合計 6,914 4,078

経常利益 232,574 242,856

特別利益

固定資産売却益 ― 702

投資事業組合利益 1,197 17,480

投資有価証券売却益 1,647 39,429

特別利益合計 2,844 57,612

特別損失

固定資産除却損 939 ―

固定資産売却損 747 ―

その他 250 ―

特別損失合計 1,936 ―

税金等調整前当期純利益 233,482 300,469

法人税、住民税及び事業税 80,266 137,155

法人税等調整額 22,489 36,951

法人税等合計 102,755 174,107

当期純利益 130,727 126,362

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△）

5,366 △7,197

親会社株主に帰属する当期純利益 125,360 133,560
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

当期純利益 130,727 126,362

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,360 153,744

退職給付に係る調整額 2,157 13,808

その他の包括利益合計 △6,202 167,553

包括利益 124,524 293,915

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 119,380 301,170

非支配株主に係る包括利益 5,144 △7,254
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配

株主持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 820,400 881,100 2,685,868 △46,873 4,340,494 418,865 △29,048 389,816 5,402 4,735,713

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の積立
420 420 420

剰余金の配当 △79,865 △79,865 △79,865

親会社株主に帰属す

る当期純利益
125,360 125,360 125,360

自己株式の取得 △4,879 △4,879 △4,879

その他 71 71 71

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,360 2,157 △6,202 5,144 △1,057

当期変動額合計 ― ― 45,987 △4,879 41,107 △8,360 2,157 △6,202 5,144 40,049

当期末残高 820,400 881,100 2,731,856 △51,753 4,381,602 410,505 △26,891 383,613 10,546 4,775,763

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配

株主持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 820,400 881,100 2,731,856 △51,753 4,381,602 410,505 △26,891 383,613 10,546 4,775,763

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の積立
― ―

剰余金の配当 △70,319 △70,319 △70,319

親会社株主に帰属す

る当期純利益
133,560 133,560 133,560

自己株式の取得 △477 △477 △477

その他

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

153,744 13,808 167,553 △7,254 160,298

当期変動額合計 ― ― 63,240 △477 62,763 153,744 13,808 167,553 △7,254 223,061

当期末残高 820,400 881,100 2,795,096 △52,230 4,444,366 564,249 △13,082 551,166 3,291 4,998,825
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 233,482 300,469

減価償却費 81,751 86,268

のれん償却額 32,448 32,448

投資有価証券売却損益（△は益） △1,647 △39,429

固定資産売却損益（△は益） 747 △702

固定資産除却損 939 ―

投資事業組合運用損益（△は益） △1,197 △17,480

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,117 3,502

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,320 635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 946 5,709

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,357 10,414

受取利息及び受取配当金 △23,648 △26,719

支払利息 5,939 3,530

持分法による投資損益（△は益） 1 ―

売上債権の増減額（△は増加） 117,686 △441,432

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,778 △54,129

仕入債務の増減額（△は減少） △562,294 1,207,004

その他 △47,868 121,901

小計 △181,572 1,191,990

利息及び配当金の受取額 23,635 26,811

利息の支払額 △4,067 △3,530

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △133,220 △61,306

営業活動によるキャッシュ・フロー △295,224 1,153,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △17,208 △38,528

有形固定資産の売却による収入 40,098 3,671

無形固定資産の取得による支出 △3,890 ―

投資有価証券の取得による支出 △22,278 △27,227

投資有価証券の売却による収入 4,000 39,909

投資事業組合からの分配による収入 20,967 25,250

定期預金の預入による支出 △12,000 △11,000

定期預金の払戻による収入 45,580 11,000

貸付けによる支出 △500 △51,000

貸付金の回収による収入 960 50,700

保険積立金の積立による支出 ― △2,349

保険積立金の解約による収入 4,633 ―

その他 △1,722 4,414

投資活動によるキャッシュ・フロー 58,638 4,840
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,460,000 4,765,000

短期借入金の返済による支出 △4,415,000 △4,766,460

長期借入金の返済による支出 △68,760 △67,300

自己株式の取得による支出 △4,879 △477

リース債務の返済による支出 △39,495 △42,734

配当金の支払額 △79,783 △70,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,918 △182,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △384,504 976,593

現金及び現金同等物の期首残高 679,241 294,737

現金及び現金同等物の期末残高 294,737 1,271,330
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結

会計年度から適用しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、化学工業薬品・化学工業薬品関連機器、臨床検査試薬・臨床検査試薬関連機器、食品・食品関連

機器、農業資材・農業資材関連機器の販売を行っており、商品別に営業グループを置き、各営業グループは、取扱う

商品について戦略を立案し、営業活動を展開しております。従いまして、当社の報告セグメントは「化学工業薬品」

「臨床検査試薬」「食品」「その他(農業資材)」から構成されております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概

ね同一であります。

なお、当社グループでは事業セグメントへの資産の配分は行っておりません。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結損益計算
書計上額(注)

化学工業薬品 臨床検査試薬 食品 その他 計

売上高

外部顧客への売上高 13,331,626 13,014,152 3,250,621 500,883 30,097,284 ― 30,097,284

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 13,331,626 13,014,152 3,250,621 500,883 30,097,284 ― 30,097,284

セグメント利益 1,141,728 1,206,579 271,045 59,375 2,678,729 ― 2,678,729

(注)セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と一致しております。

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結損益計算
書計上額(注)

化学工業薬品 臨床検査試薬 食品 その他 計

売上高

外部顧客への売上高 14,765,959 12,259,353 3,324,981 512,252 30,862,547 ― 30,862,547

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 14,765,959 12,259,353 3,324,981 512,252 30,862,547 ― 30,862,547

セグメント利益 1,180,254 1,164,876 274,558 64,918 2,684,607 ― 2,684,607

(注)セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と一致しております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載は省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載は省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載は省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は省略してお

ります。

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載は省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載は省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載は省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は省略してお

ります。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　当社グループはのれんについて事業セグメント別には配分しておりません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり純資産額 1,016円48銭 １株当たり純資産額 1,065円78銭

１株当たり当期純利益金額 26円70銭 １株当たり当期純利益金額 28円49銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり当期純利益金額

１ 普通株式に係る当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 125,360 133,560

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

125,360 133,560

２ 普通株式の期中平均株式数(株) 4,695,186 4,687,714

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 163,627 1,095,165

受取手形 552,602 510,333

電子記録債権 59,796 116,383

売掛金 4,716,145 5,202,457

商品 593,710 644,304

繰延税金資産 14,583 19,752

その他 123,497 124,575

貸倒引当金 △354 △1,220

流動資産合計 6,223,607 7,711,751

固定資産

有形固定資産

建物 337,363 321,956

構築物 11,363 9,637

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 287,391 290,703

土地 1,171,749 1,171,749

リース資産 115,719 100,670

有形固定資産合計 1,923,587 1,894,717

無形固定資産

ソフトウエア 3,456 2,088

電話加入権 5,912 5,912

無形固定資産合計 9,368 8,001

投資その他の資産

投資有価証券 1,108,226 1,346,305

関係会社株式 131,500 131,500

長期貸付金 2,000 600

リース投資資産 128,148 199,218

差入保証金 430,209 439,892

その他 68,791 69,488

貸倒引当金 △18,735 △19,872

投資その他の資産合計 1,850,140 2,167,131

固定資産合計 3,783,096 4,069,850

資産合計 10,006,704 11,781,601
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 135,537 164,489

電子記録債務 153,751 167,351

買掛金 4,228,467 5,394,159

リース債務 99,875 101,360

未払費用 43,241 64,980

未払法人税等 18,825 104,333

賞与引当金 30,000 30,000

その他 52,832 77,409

流動負債合計 4,762,530 6,104,084

固定負債

リース債務 210,785 267,337

繰延税金負債 175,931 235,268

退職給付引当金 27,930 31,719

役員退職慰労引当金 76,990 82,714

その他 38,306 43,448

固定負債合計 529,943 660,488

負債合計 5,292,473 6,764,573

純資産の部

株主資本

資本金 820,400 820,400

資本剰余金

資本準備金 881,100 881,100

資本剰余金合計 881,100 881,100

利益剰余金

利益準備金 105,000 105,000

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 36,148 36,148

別途積立金 2,310,000 2,360,000

繰越利益剰余金 205,892 305,150

利益剰余金合計 2,657,040 2,806,298

自己株式 △51,753 △52,230

株主資本合計 4,306,787 4,455,568

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 407,443 561,459

評価・換算差額等合計 407,443 561,459

純資産合計 4,714,230 5,017,027

負債純資産合計 10,006,704 11,781,601
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当事業年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 22,211,247 23,260,682

売上原価 20,263,454 21,248,148

売上総利益 1,947,793 2,012,533

販売費及び一般管理費 1,758,521 1,762,687

営業利益 189,271 249,846

営業外収益

受取利息 2,860 3,175

受取配当金 18,486 21,279

その他 13,093 13,019

営業外収益合計 34,440 37,474

営業外費用

支払利息 66 52

その他 621 507

営業外費用合計 687 560

経常利益 223,024 286,761

特別利益

固定資産売却益 ― 702

投資有価証券売却益 ― 39,429

投資事業組合利益 1,197 17,480

特別利益合計 1,197 57,612

特別損失

固定資産除却損 618 ―

固定資産売却損 747 ―

抱合せ株式消滅差損 9,565 ―

その他 250 ―

特別損失合計 11,180 ―

税引前当期純利益 213,040 344,373

法人税、住民税及び事業税 79,040 135,969

法人税等調整額 13,317 △11,173

法人税等合計 92,357 124,796

当期純利益 120,683 219,577
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 820,400 881,100 881,100 105,000 35,727 2,230,000 245,003 2,615,730

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の積立
420 420

別途積立金の積立 80,000 △80,000 ―

剰余金の配当 △79,865 △79,865

当期純利益 120,683 120,683

自己株式の取得

その他 71 71

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 420 80,000 △39,110 41,310

当期末残高 820,400 881,100 881,100 105,000 36,148 2,310,000 205,892 2,657,040

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △46,873 4,270,356 414,456 414,456 4,684,813

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の積立
420 420

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △79,865 △79,865

当期純利益 120,683 120,683

自己株式の取得 △4,879 △4,879 △4,879

その他 71 71

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△7,013 △7,013 △7,013

当期変動額合計 △4,879 36,430 △7,013 △7,013 29,417

当期末残高 △51,753 4,306,787 407,443 407,443 4,714,230
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当事業年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 820,400 881,100 881,100 105,000 36,148 2,310,000 205,892 2,657,040

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の積立

別途積立金の積立 50,000 △50,000 ―

剰余金の配当 △70,319 △70,319

当期純利益 219,577 219,577

自己株式の取得

その他

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 50,000 99,258 149,258

当期末残高 820,400 881,100 881,000 105,000 36,148 2,360,000 305,150 2,806,298

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △51,753 4,306,787 407,443 407,443 4,714,230

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の積立

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △70,319 △70,319

当期純利益 219,577 219,577

自己株式の取得 △477 △477 △477

その他

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

154,016 154,016 154,016

当期変動額合計 △477 148,781 154,016 154,016 302,797

当期末残高 △52,230 4,455,568 561,459 561,459 5,017,027
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６．その他

（１）役員の異動

平成29年12月20日付で予定されている役員の異動は以下のとおりです。

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動

新任取締役候補

取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長 東 康之(現 上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長)

取締役 伊藤 英治

(注)新任取締役候補 伊藤 英治氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
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